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機能性・快適性を追求した便利アイテム

カラー ブラック
主材質 PC/PP/アルミ/エラストマー

RV-73
ヘッドレスト用ロッドホルダー品番/品名

大箱 （20個）1 4979969 843306

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

500（H）×150（W）×65（D）mm

●ヘッドレストポールに簡単装着。
●凹凸ラバーで細い穂先もしっかり設置でき、
すべりも軽減。
●ロッドをホールドするホルダーが４個付いて
おり、使い勝手に合わせて自由に配置するこ
とができる。
●車両の形状やロッドサイズ、使用用途に合わ
せて置き方を変えることができる。
●バッグや小物等を掛けるマルチフック付き。

RV-73 ヘッドレスト用ロッドホルダー

8本のロッドを手軽に
立て掛けられるロッドホルダー

4本のロッドを手軽に置ける
ロッドホルダー

●Φ26～Φ35mmまでの車内用バーに取付可能なロッドホルダーです。
●車内用バーを挟むだけで簡単に装着できるクリップタイプです。
●ロッドを簡単ホールド。ティップ側、グリップ側に適したホールド感を実現。
●悪路にも強く、安定感のあるホールドが可能なテンションラバー構造採用。

●磁石のくっつく部分なら、どこでも取り付けできるマグネットタイプのロッドキーパーです。
●ロッドや車両側への傷付きを防ぐシリコーン素材を採用しています。
●収納場所に困らないコンパクトサイズです。

U-A2 マルチグリップバー用ロッドホルダー フロント/リアセット

1ピース・2ピース、ショア・オフショア用等、様々なロッドに対応
フロント・リア独立設計。片手で簡単、安定ホールド

駐車場での準備中等、車に貼り付けてロッドの仮置きができる

●ヘッドレストポールに簡単装着。
●凹凸ラバーとストッパーリングで細い穂先も
しっかり設置でき、脱落やすべりを軽減。
●ロッドをホールドするホルダーが8個付いて
おり、使い勝手に合わせて自由に配置するこ
とができる。
●バッグや小物等を掛けるマルチフック付き。

U-A1 ヘッドレスト用ロッドホルダー 8本用

カラー ブラック
主材質 PC/PP/アルミ/エラストマー/シリコーン

U-A1
ヘッドレスト用ロッドホルダー 8本用品番/品名

大箱 （20個）1 4979969 846109

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

500（H）×150（W）×65（D）mm

カラー ブラック
主材質 PC/シリコーン

U-A2
マルチグリップバー用ロッドホルダー
フロント/リアセット

品番/品名

大箱 （40個）1 4979969 846116
小箱 （10個）2 4979969 846113

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

180（H）×200（W）×65（D）mm

U-A3 / U-A4 ロッドキーパーBK / OD

カラー ブラック
主材質 シリコーン/磁石/スチール

U-A3 
ロッドキーパー BK品番/品名

大箱 （80個）1 4979969 846123
小箱 （20個）2 4979969 846120

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

180（H）×85（W）×35（D）mm
カラー オリーブドラブ
主材質 シリコーン/磁石/スチール

U-A4
ロッドキーパー OD品番/品名

大箱 （80個）1 4979969 846147
小箱 （20個）2 4979969 846144

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

180（H）×85（W）×35（D）mm

リア側 フロント側

脱落防止ストッパー付き

マルチフック マルチフック

磁石がくっつかない場所でも
ロッドキーパーの貼り付けが可能になります。

鉄板ベース付属
両面テープ貼付

磁石がくっつかない、車内での
保管等に
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鉄板ベース
30×30mm

鉄板ベース
30×30mm

アシストグリップを利用して取り付ける
マルチに使えるバー

スリム設計でスッキリ!!アシストグリップを利用して
取り付けるマルチに使えるバー

●純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単
取り付け。
●ハンガー等を掛けやすいゴムリング付き。
●アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑
り防止材付き。
●車に合わせて約85～140cmに伸縮自在。
●最大耐荷重：約5kg

●純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単
取り付け。
●ラバー付きで、ハンガー等が横滑りしにくい。
●車に合わせて約85～120cmに伸縮自在。
●最大耐荷重：約3kg

カラー/ブラック
材質/PP・アルミニウム・エラストマー
パッケージサイズ/９５０×１００×５０㎜
大箱（４０個）０４０４９７９９６９８４３０４６
小箱（１０個）０１０４９７９９６９８４３０４９

カラー/ブラック
材質/PP・スチール・エラストマー
パッケージサイズ/93０×10０×5０㎜
大箱（４０個）０４０４９７９９６９８４３１６９
小箱（１０個）０１０４９７９９６９８４３１６２

マルチグリップバー BKRV-51 スレンダーマルチグリップバーRV-61

横滑り防止材付き ゴムリング付き

アイテムが装着できる、2タイプのマルチグリップバー
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機能性・快適性を追求した便利アイテム

カラー ブラック
主材質 ナイロン

U-A6
VISOA マルチバンド品番/品名

大箱 （60個）1 4979969 846161
小箱 （10個）2 4979969 846168

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

180（H）×90（W）×34（D）mm
カラー ブラック
主材質 PP

U-A5
VISOA マルチアジャスタキット品番/品名

大箱 （60個）1 4979969 846154
小箱 （10個）2 4979969 846151

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

180（H）×130（W）×60（D）mm

カラー ブラック
主材質 PVC・ポリエステル

U-A8
VISOA 立体トランクシートS品番/品名

大箱 （20個）1 4979969 846185
小箱 （10個）2 4979969 846182

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

330（H）×160（W）×30（D）mm
カラー ブラック
主材質 PVC・ポリエステル

U-A9
VISOA 立体トランクシートL品番/品名

大箱 （20個）1 4979969 846192
小箱 （10個）2 4979969 846199

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

360（H）×165（W）×40（D）mm

カラー ネイビー・ブラック
主材質 PC・ナイロン

U-A10
VISOA シートバックフック品番/品名

大箱 （60個）1 4979969 846208
小箱 （10個）2 4979969 846205

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

180（H）×130（W）×30（D）mm

●Φ25～Φ35mmまでの車内用バーに取付可
能なバンド。
●Φ10～35mmまでのロッド等の棒状のもの
を固定できる。
●車内用バー上で横すべりしにくい素材を使用。
●マジックテープで簡単取付。
●2個入り

U-A6 VISOA マルチバンド

車内用バーに取り付けて
ロッド等を固定

2個入り

●後部のラゲッジスペースに装着して、荷物を
積む際の汚れや傷から内装を守る。
●軽自動車やコンパクトカーに最適な汎用タイプ。
●ホックボタンを留めると、シートの縁を立体的
にすることができ、砂等の汚れがこぼれ落ち
るのを防ぐ。
●ラゲッジスペースに置くだけの簡単装着。
●使用しないときはコンパクトにたためて邪魔
にならない。

U-A8 VISOA 立体トランクシートS

フチが立つから汚れが
こぼれない立体防汚シート

●後部のラゲッジスペースに装着して、荷物を
積む際の汚れや傷から内装を守る。
●SUVやミニバンに最適な汎用タイプ。
●ホックボタンを留めると、シートの縁を立体的
にすることができ、砂等の汚れがこぼれ落ち
るのを防ぐ。
●ラゲッジスペースに置くだけの簡単装着。
●使用しないときはコンパクトにたためて邪魔
にならない。

フチが立つから汚れが
こぼれない立体防汚シート

VISOA 立体トランクシートL

●RV-51/RV-61マルチグリップバーと天井と
の距離を約10cm広げ、大きな荷物を置くこ
とができる。
●縦横どちらでもマルチグリップバーを取付可能。
●最大耐荷重：約5kg
●2個入り

U-A5 VISOA マルチアジャスタキット

マルチグリップバーと天井
の間を広げる

2個入り

カラー ブラック
主材質 ポリエステル/ナイロン

U-A7
VISOA リアトランクシート品番/品名

大箱 （10個）1 4979969 846178

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

345（H）×230（W）×40（D）mm

約162cm
約120cm

●後部のラゲッジスペースに装着し、荷物等を
積む際の汚れや傷から内装を守る。
●軽自動車からミニバンまで、さまざまな車種
に対応する汎用サイズ。
●マジックテープ付きのスリットは、座席の幅や
タイプに合わせてシートを分けることが可
能。いろいろな座席アレンジに対応。
●ヘッドレストに引っ掛けるだけで簡単に装着。
使用シーンに合わせて様々な使い方が可能。

U-A7 VISOA リアトランクシート

座席・ラゲッジスペースの
汚れを防ぐ防汚シート

U-A10 VISOA シートバックフック

●LEDライト等、ちょっとした小物等を掛けるこ
とができる便利なベルト型フック。
●シート背面で固定するだけの簡単取付。
●ヘッドレストポールと座面裏の両側でフック
固定するため、安定した取り付けが可能。
●位置変更が可能なフックが2個付き。
●耐荷重：1フックあたり約2.5kg

スッキリ整頓できる
２連フック

U-A9

汚れが
こぼれない

汚れが
こぼれない

車のリアゲート取付用タープ

カージョイントタープU-V1

使わない時はコンパクト収納でかさばらない。

VISOA×LOGOS

タープをアレンジして半分目隠しもできる
ファスナーを閉めると着替え等が

できる簡易個室に

●1BOXタイプやハイトタイプの軽自動車・ミニバンまで対応。
●リアハッチゲートにベルトで固定するだけの簡単装着。
●未使用時はコンパクトに収納可能。

カラー キャメル
主材質 スチール/難燃性ポリエステルタフタ

U-V1
VISOA×LOGOS
カージョイントタープ

品番/品名

大箱 （5個）1 4979969 846055

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

500（H）×500（W）×60（D）mm

女性でも簡単設置可能なポップアップタイプ

簡単設営&コンパクト収納

天井からの日射しも防ぐ

束ねて留めることができる

【付属品】 キャノピーポール×2本　ペグ×6本　ロープ×2本

パッと広がるワンタッチポップアップ。



▼簡単着脱・位置調節可能なリア/フロントホルダー

ポジションレバーを上げて位置移動＆下げて位置ロック。
オープンボタンを押すと開いて、3段階でロッドをホールド。

ティップを傷めないシリコーン素材採用。
出し入れがスムーズな新構造。回すだけで簡単脱着。

リア側ホルダー

フロント側ホルダー

オープン
ボタン

ポジションレバー ティップ側
ポジション

グリップ側
ポジション

ティップ側
ポジション

バット側
ポジション

車両の揺れに耐えられるすべり止め形状付きの
ラバークッション

フロントフォークとフロアマットの傷付き防止

200系 ハイエース スーパーGL標準専用U-HA1F

S m a r t  R o d  H o l d e r C y c l e  S t a n d車種専用 サイクルスタンド

カラー ブラック
主材質 ナイロン/PP/PC/アルミ

U-HA1F
200系 ハイエース S-GL標準専用 
スマートロッドホルダー 5本用

品番/品名

大箱 （1個）1 4979969 846031

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

170（H）×1050（W）×230（D）mm

カラー ブラック
主材質 ナイロン/PP/PC/アルミ

U-CA1F
E26系 NV350 P-GX標準専用
スマートロッドホルダー 5本用

品番/品名

大箱 （1個）1 4979969 846062

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

170（H）×1050（W）×230（D）mm

ルーフサイド穴開け取付

ルーフサイド ユーティリティナット取付

3列目アシストグリップ取付

※取り付けには車両に穴開け加工が必要です。

カラー ブラック
主材質 ナイロン/PP/PC/アルミ

U-HA1B
200系 ハイエース S-GL標準専用 
サイクルスタンド

品番/品名

大箱 （1個）1 4979969 846048

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

170（H）×1050（W）×230（D）mm

カラー ブラック
主材質 ナイロン/PP/PC/アルミ

U-CA1B
E26系 NV350 P-GX標準専用
サイクルスタンド

品番/品名

大箱 （1個）1 4979969 846079

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

170（H）×1050（W）×230（D）mm

E26系  NV350 プレミアムGX標準専用U-CA1F

80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用U-NV1F

目的に合わせて簡単脱着

カバーをはずして、ロックを解除するだけ

作業時間3分で簡単取りはずし！

▼片手で簡単ホールド

置いてホールドするので脱着時の脱落の心配不要

置いて閉じるだけ

リアホルダー / ティップ側：14mm ・ グリップ側：32mm　フロントホルダー / ティップ側：7mm・バット側：14mm   リア/フロントホルダー、一対につき約1kg　ロッド積載可能直径 ロッド積載対応重量

▼安心して使える機能
簡単にフレームとホイールを安定固定

クッション付きで傷付き安心。フレームに
応じて調節できるベルトブラケット

▼ラゲッジスペース有効活用

サイクルスタンドの位置をアレンジできます。
未使用時は簡単にサイクルスタンドの取りはずしが可能。

シャフトを引っかけてクイックレバーを
閉じるだけの簡単固定

フレーム固定

ホイール固定

クッション
場所を取らないスタンドタイプ すべり防止ストッパー

フロントベース（付属）

車種専用 スマートロッドホルダー  5本用

カラー ブラック
主材質 ナイロン/PP/PC/アルミ

U-NV1F
80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用
スマートロッドホルダー 5本用

品番/品名

大箱 （1個）1 4979969 846017

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

175（H）×855（W）×270（D）mm
カラー ブラック
主材質 ナイロン/PP/PC/アルミ

U-NV1B
80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用
サイクルスタンド

品番/品名

大箱 （1個）1 4979969 846024

パッケージサイズ

（箱入数）
ITFコード

175（H）×855（W）×270（D）mm

▲  純正アシストグリップがそのまま使える

200系 ハイエース スーパーGL標準専用U-HA1B

ルーフサイド
穴開け取付

3列目
アシストグリップ取付

ルーフサイド
ユーティリティナット

取付

※取り付けには車両に穴開け加工が必要です。

E26系  NV350 プレミアムGX標準専用U-CA1B

80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用U-NV1B

▲  純正アシストグリップがそのまま使える

※写真はU-NV1Fです。


